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《夏休み期間中の開館時間について》 
  当館では、夏休み期間中、開館時間を次のよう 

に変更します。 

 ★期  間：７月２３日(火)～８月３０日(金)の 

火曜日～金曜日 

 ★開館時間：午前９時～午後７時 

(開館を１時間早めます。) 

  なお、土・日曜日及び祝日開館日の開館時間は、

これまで同様午前９時～午後６時です。 

 

 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「こころ」            谷川 俊太郎 

「色」              花村 萬月 

「正義をふりかざす君へ」     真保 裕一 

「ネット選挙」          西田 亮介 

「おつかれっ！毎日パンダ」    高氏 貴博 

 

児童書 

「七月七日はまほうの夜」     石井 睦美 

「夏っ飛び！」          横山 充男 

「すいか！」           村上 康成 

「ほら、ぼくペンギンだよ」    ﾊﾞﾚﾘｰ･ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ 

「オズのブリキのきこり」     ﾗｲﾏﾝ･ﾌﾗﾝｸ･ﾎﾞｰﾑ 

その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○ハナウタなイラスト展（水彩画など） 

 ７月２日(火)10:00～７月 15 日(月)16:00 

○「ピーター・ラビット」写真展 

 ７月 19 日(金)1０:00～８月２日(金)16:00 

※ふれあいプラザの利用される方は、職員までご相談

ください。 

※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

 
 

○図書館資料を使った自由研究学習会 募集 
 

  ふしぎに思っていることや、興味のあることについて、

図書館の本を使って、夏休みの自由研究にチャレンジし

てみませんか。調べ方やまとめ方など、具体的に解説し

ます。 

 ・日 時：７月２４日(水)午前９時３０分～１２時 

・場 所：中央図書館 １階研修室 

・対 象：小学４年生～６年生 

・募集定員：５０名（先着順） 

・申込期間：７月２日(火)～７月１９日(金) 

・申込方法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書

室のいずれかに申し込む。 

 ※ＦＡＸ・郵送可。申込用紙は姶良市各図書館にありま

す。ＨＰからもダウンロードできます。 

 

 

○ふれあい講座 

・日時：７月１３日(土)午後１時３０分～３時３０分 

・場所：鹿児島県防災研修センター 

・内容：「防災体験と防災カッパつくり」 

※募集は終了しています。 

 

○鹿児島県男女共同参画週間にともなう展示 

 ７月２５日から７月３１日は、鹿児島県男女共同参画週

間です。 

この期間、姶良市立図書館でも、男女共同参画について

の本と、この事業に関する資料（イベントなどの紹介）を

展示します。 
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15日 祝日開館日（海の日）                 22日 資料整理日休館日 

16日 振替休館日 25日 資料整理休館日                       
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

７月１２日(金）、８月９日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ７月６日(土)、７月２０日(土) 

８月３日(土)、８月１７日(土) 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

http://lib-aira.jp/


  平成２５年７月分 

《水曜名画座》 
☆日 時 毎週水曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～<再上映> 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

７月３日（水）・６日（土） 

【李香蘭】 

・原作は山口淑子・藤原作弥共著『李香蘭 私の半

生』。歴史の流れの中で翻弄された 1 人の歌姫の半

生が描き出される。 

企画・構成・演出：浅利慶太 

（２００８年/日本/２時間１９分/カラー） 

７月１０日（水）・１３日（土） 

【橋のない川 第１部】 

・被差別部落に生きる人々が水平社を結成するまで

の長く苦しい闘いを、2 部構成で描く。 

出演：北林谷栄 伊藤雄之助 

（１９６９年～１９７０年／日本／２時間７分／モノクロ） 

７月１７日（水）・２０日（土） 

【橋のない川 第２部】 

・１部の続き。 

出演：北林谷栄 伊藤雄之助 

（１９６９年～１９７０年／日本／２時間２０分／モノク

ロ） 

７月２４日（水）・２７日（土） 

【ブラス！】 

・1992 年、イングランドの町グリムリー。町は炭鉱閉鎖

問題で揺れ、人々は生きる希望さえも失いかけてい

た。そんな時、彼らの心を 1 つにしたのは、炭坑夫の

仲間達で結成された、百年の伝統を誇る名門ブラス

バンド、グリムリー・コリアリー・バンドの音楽への情熱

とその響きだった…。 

出演：ピート・ポスルスウェイト ユアン・マク

レガー タラ・フィッツジェラルド 

（１９９６年／イギリス／1時間４８分／カラー） 

７月３１日（水）・８月３日（土） 

【踊る大紐育】 

・ニューヨークで 24 時間休暇をもらった水兵のゲイビ

イ，チップ，オジイは張り切って観光に出かけた。ゲイ

ビイは地下鉄のポスターで見かけた女性（アイヴィ）

に一目惚れ，みんなで彼女を探すことになる。そんな

中，博物館の教授・クレアにオジイが見初められ，チ

ップはタクシー運転手ヒルデから熱を上げられる。３

人の恋の行方は？！ 

出演：ジーン・ケリィ フランク・シナトラ ヴ

エラ・エレン 

（１９４９年／アメリカ／1時間３７分／カラー） 

《親子映画会》 
☆日 時 毎週土曜日 午後 ２時～ 

毎週日曜日 午前１１時～ 

午後 ２時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

７月６日（土） 

【ジャングル大帝】 

「友達」                (24分) 

 

７月７日（日） 

【スプーンおばさん】 

「たたかえ！バイキング」「スケートは楽し」「むし

歯に泣いたバケッド」         （30分） 

 

７月１３日（土） 

【サンリオ映画コレクション】 

「ちいさなジャンボ」          (28分） 

 

７月１４日（日） 

【スプーンおばさん】 

「パーとピーの大ぼうけん」「おとしものにてをだ

すな」「子ねずみのお通りだ」      （30分） 

 

７月２０日（土） 

【トムとジェリー】 

「台所戦争」「仲良し同盟」「なかよし」「トムの

ガールフレンド」           （30分） 

 

７月２１日（日） 

【１０ぴきのかえる②】 

                   （40分） 

 

７月２７日（土） 

【ウルトラセブン】 

第 30話 「栄光は誰のために」 

第 31話 「悪魔の住む花」       （50分） 

 

７月２８日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「いたずら子ネコ ６つのおはなし」 

                  （45分） 

 

 

※視聴は無料です。 

 


